
 

 

 

添付資料 

電気料金の値下げの概要 
 

大飯発電所３、４号機の再稼動による火力燃料費等の削減分および経営効

率化の深掘り等により、今回の値下げ後の原価は、１兆７，９５１億円と 

なり、値下げ前の料金による収入１兆８，９６７億円と比較すると、 

平均▲５.３６%（▲１，０１７億円）の値下げとなります。 
 

１． 今回原価の内容（前回原価※１との比較） 
     （単位：億円） 

 前 回 今 回 差 引 

総 

原 

価 

営 

業 

費 

人件費 1,934 1,732 ▲203 

燃料費 5,225 4,160 ▲1,065 

修繕費 1,968 2,102 134 

減価償却費 2,510 2,410 ▲100 

購入電力料 2,917 2,785 ▲132 

公租公課 1,592 1,589 ▲3 

その他経費 3,956 4,129 173 

小計 20,103 18,906 ▲1,196 

事業報酬 1,199 1,257 59 

控除収益 ▲763 ▲932 ▲169 

総原価① 20,538 19,232 ▲1,306 

接続供給託送料② 15 18 3 

接続供給託送収益③ ▲890 ▲1,229 ▲338 

託送料金据置影響※２④ ▲125 ▲56 68 

先行基稼動影響※３⑤ － ▲14 ▲14 

小売対象原価 

⑥＝①＋②＋③＋④＋⑤ 
19,538 17,951 ▲1,587 

 
現行料金収入⑦ 18,967 (値下げ率) 

⑨＝⑧/⑦ 

▲5.36％ 
値下げ額⑧＝⑥－⑦ ▲1,017 

※1 平成２９年８月１日から、高浜発電所３、４号機の運転再開による火力燃料費等 
の削減分と経営効率化の深掘りの成果等を踏まえ、値下げを実施。 

※2 託送料金の単価は上昇する検討結果となりましたが、前回改定と同様に現行料金 
を据え置いております。 

※3 先行稼動した大飯３号機の再稼動メリット等を反映（１ヶ月分相当）しております。 
 
 

＜参考：前提諸元＞ 

 前 回 今 回 差 引 

販売電力量 （億ｋＷｈ） 1,144 1,092 ▲52 

原子力利用率※１ （％） 22.0 48.8 26.8 

原油価格※２   （＄/b） 55.2 66.4 11.2 

為替レート※２ （円/＄） 112.7 109.5 ▲3.2 

事業報酬率※３  （％） 2.8 2.9 0.1 
※1 原子力利用率は、電気工作物届出（大飯発電所１、２号機廃止日決定）後の出力を基に 

算定しております。 
※2 原油価格・為替レートは、平成30年1月～3月までの貿易統計平均値としております。 
※3 事業報酬率は、「みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則」等に基づき算定 

しております。 



 

 

 

 

 

２．電気料金の見直し内容 

（１）主な料金メニューの値下げ影響 

  ・低圧分野                     （単位：円/月､％） 

 １ヶ月の 

使用量 

値下げ前の 

ご請求金額 

値下げ後の 

ご請求金額 
値下げ額 値下げ率 

規
制
分
野 

従量電灯Ａ ２６０kWh ６，９１７ ６，６７５ ▲２４２ ▲３．５０ 

従量電灯Ｂ 

（契約容量：１１kVA） 
１,１８０kWh ３６，２６３ ３４，４２０ ▲１，８４３ ▲５．０８ 

低圧電力 
（契約電力：８kW、 

力率：90%） 
４９０kWh １７，００５ １６，４９６ ▲５０９ ▲２．９９ 

自
由
化
分
野 

時間帯別電灯 

（契約電力：１０kW） 
４８０kWh １１，１９５ １０，８７８ ▲３１７ ▲２．８３ 

はぴｅタイム 

（契約電力：１０kW） 
６７０kWh １６，４４９ １５，８９０ ▲５５９ ▲３．４０ 

季時別電灯ＰＳ 

（契約電力：１０kW） 
４８０kWh １０，７２７ １０，４４８ ▲２７９ ▲２．６０ 

ｅスマート１０ 

（契約電力：６kW） 
６００kWh １８，７４９ １７，８２４ ▲９２５ ▲４．９３ 

ｅおとくプラン 

（契約電力：６kW） 
３５０kWh ９，５１４ ９，１８７ ▲３２７ ▲３．４４ 

なっトクでんき ２６０kWh ６，６３９ ６，４３９ ▲２００ ▲３．０１ 

低圧総合利用契約 １２,０００kWh ３１１，１６０ ２９３，５２０ ▲１７，６４０ ▲５．６７ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

・高圧分野 

（契約電力が５００ｋＷ以上のお客さま） 

○高圧電力ＡＬ（商業施設、事務所ビル等のお客さま） 

  契約電力：820ｋＷ、月間使用量：230,000ｋＷｈの場合 
１ヶ月あたりのご請求金額 

⇒ 
値下げ額 値下げ率 

値下げ前 値下げ後 
約525万円 約502万円 約▲23万円 ▲4.3％ 

 

○高圧電力ＢＬ（工場等のお客さま） 

   契約電力：900ｋＷ、月間使用量：270,000ｋＷｈの場合 
１ヶ月あたりのご請求金額 

⇒ 
値下げ額 値下げ率 

値下げ前 値下げ後 
約580万円 約553万円 約▲27万円 ▲4.6％ 

 

 

（契約電力が５００ｋＷ未満のお客さま） 

○高圧電力ＡＳ（スーパー、事務所ビル等のお客さま） 

   契約電力：100ｋＷ、月間使用量：16,500ｋＷｈの場合 
１ヶ月あたりのご請求金額 

⇒ 
値下げ額 値下げ率 

値下げ前 値下げ後 
約43.7万円 約42.1万円 約▲1.6万円 ▲3.7％ 

 

○高圧電力ＢＳ（工場等のお客さま） 

   契約電力：110ｋＷ、月間使用量：26,400ｋＷｈの場合 
１ヶ月あたりのご請求金額 

⇒ 
値下げ額 値下げ率 

値下げ前 値下げ後 
約60.2万円 約57.6万円 約▲2.6万円 ▲4.3％ 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

（２）燃料費調整制度における基準燃料価格および基準単価の見直し 

  火力燃料費の増減を電気料金に反映する「燃料費調整制度」について、

基準燃料価格および基準単価を次のとおり見直しました。 

 
・基準燃料価格 

 前回 今回 
基準燃料価格 ２５，５００円/kｌ ２７，１００円/kl 

・基準単価※ 
     前回 今回 
低圧供給の場合 ０．１９５円/kWh ０．１６２円/kWh 
高圧供給の場合 ０．１８８円/kWh ０．１５６円/kWh 
特別高圧供給の場合 ０．１８６円/kWh ０．１５３円/kWh 

 

※ 基準単価には、消費税等相当額を含みます。 

 

 

３．届出約款の実施日 

   平成３０年７月１日から実施します。 

 

 

以 上 


